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Ⅰ. ２軸旋盤加工
ここでは、e-camoシステムの機能で2軸旋盤加工に関連するものを説明します。ここでは、加

工手順説明を通して、［輪郭サイクル］、｢バランス加工｣［ドリルサイクル］、［ネジ切りサイク
ル］、[切り落としサイクル]　という各［旋盤］オペレーションについて説明します。

１．基本的な流れ
旋盤加工の加工データを作成するステップは、以下のように要約できます。
→ 加工する形状の作成もしくは形状の取込みを実施してください。

→機械情報の設定
メニューバーの　【加工定義】　→　【マシンセットアップ】　を選択し、
マシンセットアップダイアログで機械情報の設定を行います。

→ フィーチャの作成
メニューバーの　【作成】　→　【フィーチャ】　を選択し、フィーチャ作成
ツールバーを表示させます。
フィーチャ作成ツールバーを利用し、作成した加工形状から加工する部位を設
定します。
フィーチャの作成の詳細は、付録「フィーチャ」を参照下さい。

→ 加工オペレーションの設定
メニューバーの　【加工定義】　→　【旋盤】　を選択し旋盤ツールバーを表
示させます。

旋盤ツールバーを利用し、加工オペレーションを作成します。
簡易シミュレーションで加工物形状を確認し編集を行います。

→ 加工工程編集
旋盤ツールバーの同期リストコマンドを使用し、加工順の変更や同時加工の設
定を行います。

→ 加工データの作成
メニューバーの　【ファイル】　→　【NCコード】　を選択し、トランスフ
ォーマを起動させます。
トランスフォーマで各加工行程の間隔を調整し、３Ｄシミュレーションを実行
して干渉と部品形状の確認を行います。

→ 機械へのデータ送信
パソコンと機械本体をケーブルで接続します。
トランスフォーマのメニューバーの　【通信】　→　【通信ポートの設定】
を選択し、通信ポートの設定を行います。
トランスフォーマのメニューバーの　【通信】　→　【送信】　を選択し、機
械に加工データを送信します。
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２．旋盤ツールバーアイコン

詳細のアイコンの説明は、付録及びコマンドリファレンスを参照して下さい。

荒加工サイクル

輪郭加工サイクル

溝加工サイクル

ドリルサイクル

ネジ切りサイクル

切り落しサイクル

バーフィードサイクル

ツーリングリスト編集

新規カスタム工具

新規旋盤工具

新規ミル工具

複合旋盤ドリル加工サイクル

複合旋盤ポケット加工サイクル

複合旋盤輪郭加工サイクル

リリースサイクル

ピックアップサイクル

同期リスト

バランス加工サイクル

テールストックサイクル
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Ⅱ．２軸旋盤加工オペレーション

下図の題材をベースに、２軸旋盤加工について学習します。
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1. 加工する形状の作成

作成する加工形は提案した形状の半分のものでかまいません。上の図面では、以下の形状と
なります。
注意：［旋盤］オペレーションでは、［グラフィック］ウィンドウのＸ軸は工作機械のＺ軸に、
［グラフィック］ウィンドウのＹ軸は工作機械のＸ軸に対応します。

→→→→    ハイライトモードハイライトモードハイライトモードハイライトモード（ＨＩ（ＨＩ（ＨＩ（ＨＩ）をオンオンオンオンにして作成していきます。

→作図ツールバーの　点　 　コマンドを使用し、以下の各点を作成します。

ﾃﾞｶﾙﾄ座標/中心をﾁｪｯｸします。

各点のXYZ座標値

P1[0,0,0]､ P7[-6,4,0]､ P13[-16,-1,0]､
P2[0,1,0]､ P8[-8,5.5,0]､ P14[-3,0,0]､
P3[0,2.5,0]､ P9[-10,4,0]､
P4[-3.5,2.5,0]､ P10[-10,2.94,0]､
P5[-4.5,3.5,0]､ P11[-11,2.94,0]､
P6[-6,3.5,0]､ P12[-16,2.94,0]､
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→ 作図ツールバーの [ｾｸﾞﾒﾝﾄ２]コマンドを使用し、各点間を線分で結びます。（下図）

→作図ツールバー の [円１]コマンドを使用し、Ｐ８を中心とした半径２mmの円を作
成します。
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P

P7P

P1

→作図ツールバーの [トリム]コマンドを使用し、不必要な線を削除します。

→作図ツールバーの 　　[フィレット/面取り]コマンドを使用し、Ｐ３、Ｐ７、Ｐ９、Ｐ１２

付近のコーナーの面取りを行います。

[フィレット/面取り] →　面取り角度
P3 距離0.15 角度45°
P7 距離0.15 角度45°
P9 距離0.15 角度45°
P12 距離0.8 角度45°

これで、ワーク形状が作成できました。
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2.フィーチャの作成

次に、前章で作成した形状から、さまざまな旋盤加工サイクルに対応するフィーチャを作成
します。

まず、作業平面/レイヤツールバーの[レイヤ] を選択し、レイヤウィンドウを開きます。
そして[メニュー表示]をチェックＯＮし[新規]メニューで、新規にレイヤを作成します.

 　　レイヤ名＝Features

→ フィーチャ作成ツールバーの[手動選択]アイコン　 　をクリックし、各フィーチャを作
成していきます.

・ Ｐ２、Ｐ３の面取り右端点、Ｐ３の面取り左端点、Ｐ４、Ｐ５、Ｐ６、Ｐ７の面取り
右端点、Ｐ７の面取り左端点を順に指定して、Ｑ１フィーチャを作成します。これは、
後で［バランス加工］に使用されます。

・ Ｐ７、円弧の右端点、円弧（Ｒ２）、円弧の左端点、P9を順に指定して、Ｑ２フィー
チャを作成します。これは、後で［輪郭加工サイクル］に使用されます。

・ Ｐ９の面取り右端点、Ｐ９の面取り左端点、Ｐ１０、Ｐ１２の面取り右端点、Ｐ１２
の面取り左端点を順に指定して、Ｑ３フィーチャを作成します。これは、後で［輪郭
加工サイクル］に使用されます。

・ Ｐ１１とＰ１２を指定して、Ｑ４フィーチャを作成します。これは、後で［ネジ切り
サイクル］に使用されます。

・　Ｐ１２の面取り右端点、Ｐ１２の面取り左端点、Ｐ１３を順に指定して、Ｑ５フィー
チャを作成します。これは、後で［切り落しサイクル］に使用されます。
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これで、以下のようなフィーチャが作成されました。

　注意：各フィーチャの方向が正しいことを確認してください。
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３．旋盤加工のメニュー選択

→加工定義メニューバーの　[旋盤]　を選択して下さい。

旋盤のツールバーアイコンが画面右に表示されます。

４．マシンセットアップ

初期加工環境を設定します。

→ マシンセットアップを行います。

加工定義メニューのマシンセットアップを選択して下さい。

次の旋盤マシンセットアップページが開きます。
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→ ここで、“機械”タブでの項目を以下のように変更して下さい。

機械設定
・ SI-12(ﾐﾘ)
・ 主軸ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ回転数　　：6000

機械オプション
・ 製品セパレータをチェック
・ 工具回転駆動装置をチェック

ガイドブッシュ
・固定ガイドブッシュ
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設定

・ アプローチ処理
突切り位置　Xpos    :5

・ 材欠処理
バリ取り
工具退避　Xpos 　：5
Z前進量 Z移動 　：1.8
バリ取り　X移動 　：1.5

　　　　　　　　送り 　：0.05
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→ 次に、“材料”タブでの項目を以下のように変更して下さい。

材料設定（mm）
・ 材料タイプ ：バー材
・ Ｂ：総材料長 ：2500
・ Ｓ：加工長 ：31.1
・ Ｚ：Ｚ開始位置 ：0.1
・ Ｄ：材料径 ：8.0

Ｔ：工具待機位置 ：1.0

総材料長はe-camo画面上で表示される材料長になります。
実際の加工データには影響しませんので、実際の総材料長でなくてもかまいません。
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［マシンセットアップ］オペレーションページを終了すると、ストックおよびチャックが画面上
に表示されます。

            
これで、加工オペレーションを実行する準備が整いました。次に工具の登録とツーリング設定
を行います。



ﾁｭｰﾄﾘｱﾙ

２軸旋盤ﾁｭｰﾄﾘｱﾙ 14

５．工具の登録とツーリング設定

５－１．工具の登録

この説明では、すべての工具をあらかじめ登録してから、これらの工具を使用する各加工
オペレーションを作成します。

各旋盤工具を作成するには、まず コマンドをクリックします。

  工具リストが表示されます。
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→ 輪郭加工（外径）オペレーションで使用する旋盤工具を作成します。

→ 旋盤工具ページを以下のように設定します。

→ チップタブの設定

［チップID］      ［JXFR8010F］
［チップタイプ］  ［ﾀｰﾆﾝｸﾞ］
［形状］          ［C ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞ 80-］
［ノーズＲ］      ［0.1］
［IC直径］        ［4.924］
［ｴｯｼﾞ長］　　　　［5］
［厚さ］          ［3.5］

→ 設定を終了したら、ホルダータブをクリックします。
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→ ホルダータブの設定

［ホルダーID］      ［6 Holder］
［ホルダータイプ］  ［ﾀｰﾆﾝｸﾞ］
［スタイル］        ［A0ﾘｰﾄﾞ］
［リード角(LA)］    ［1］
［リリーフ角(RA)］  ［9］
［A］ 　　［10］
［B］ 　　［10］
［C］               ［20］
［E］               ［20］
［F］               ［10］

→ 設定を終了したら、一般タブをクリックします。
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→ 一般タブの設定

［工具ID］           　[T6]
［バック面取り］    　［タイプ1］
［スピンドル回転方向］ [反時計回り]
［補正］　　　　　　　［ｺｰﾅｰ］

→ 設定を終了したら、ＯＫボタンを押し変更を終了します。
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→ 輪郭加工（外径）オペレーションで使用する旋盤工具を作成します。

→ チップタブの設定

［チップID］      ［329-R10］
［チップタイプ］  ［ﾀｰﾆﾝｸﾞ］
［形状］          ［C ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞ 80-］
［ノーズＲ］      ［0.1］
［IC直径］        ［4.924］
［ｴｯｼﾞ長］　　　　［5］
［厚さ］          ［3.5］

→ 設定を終了したら、ホルダータブをクリックします。
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→ ホルダータブの設定

［ホルダーID］      ［SVACR1010X11N-031］
［ホルダータイプ］  ［ﾀｰﾆﾝｸﾞ］
［スタイル］        ［A0ﾘｰﾄﾞ］
［リード角(LA)］    ［1］
［リリーフ角(RA)］  ［9］
［A］ 　　［10］
［B］ ［10］
［C］               ［20］
［E］               ［20］
［F］               ［10］

→ 設定を終了したら、一般タブをクリックします。
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→ 一般タブの設定

［工具ID］    　      ［T1］
［バック面取り］    　［タイプ1］
［スピンドル回転方向］ [反時計回り]
［補正］　　　　　　　［ｺｰﾅｰ］

→ 設定を終了したら、ＯＫボタンを押し変更を終了します。
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→ 輪郭加工（外径）オペレーションで使用する旋盤工具を作成します。
    

→ チップタブの設定

［チップID］      ［TTPS60FR-N］
［チップタイプ］  ［ﾄｯﾌﾟﾉｯﾁ］
［形状］          ［Vﾘｰﾄﾞ60-］
［ノーズＲ］      ［0.1］

    ［厚さ］          ［3.5］
［幅］　　　　　　［2.5］

→ 設定を終了したら、ホルダータブをクリックします。
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→ ホルダータブの設定

［ホルダーID］      ［CTPSR10］
［ホルダータイプ］  ［ﾄｯﾌﾟﾉｯﾁ］
［スタイル］        ［ASｻｲﾄﾞﾏｳﾝﾄ］
［リード角(LA)］    ［30］
［ノーズ角(NA)］　　［60］
［リリーフ角(RA)］  ［60］
［A］ ［10］
［B］ ［10］
［C］ ［20］
［D］ ［8］
［E］               ［20］

    ［F］               ［10］

→ 設定を終了したら、一般タブをクリックします。
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→ 一般タブの設定

［工具ID］         　 ［T4］
［バック面取り］    　［タイプ1］
［スピンドル回転方向］ [反時計回り]
［補正］　　　　　　　［ﾁｯﾌﾟ］

→ 設定を終了したら、ＯＫボタンを押し変更を終了します。
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→ 輪郭加工（外径）オペレーションで使用する旋盤工具を作成します。

→ チップタブの設定

［チップID］      ［TBPS60FR10］
［チップタイプ］  ［ﾀｰﾆﾝｸﾞ］
［形状］          ［D ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞ 55-］
［ノーズＲ］      ［0.1］
［IC直径］        ［2.457］
［ｴｯｼﾞ長］　　　　［3］

        ［厚さ］          ［3.5］

→ 設定を終了したら、ホルダータブをクリックします。
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→ ホルダータブの設定

［ホルダーID］      ［CTPSR10］
［ホルダータイプ］  ［ﾀｰﾆﾝｸﾞ］
［スタイル］        ［A0ﾘｰﾄﾞ］
［リード角(LA)］    ［1］
［リリーフ角(NA)］  ［34］
［A］ ［10］
［B］ ［10］
［C］               ［20］
［E］               ［20］

    ［F］               ［10］

→ 設定を終了したら、一般タブをクリックします。
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→ 一般タブの設定

［工具ID］  　        ［T2］
［バック面取り］    　［タイプ1］
［スピンドル回転方向］ [反時計回り]
［補正］　　　　　　　［ｺｰﾅｰ］

→ 設定を終了したら、ＯＫボタンを押し変更を終了します。
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→ ネジ切り加工オペレーションで、使用する旋盤工具を作成します。

→ チップタブの設定

［チップID］      ［TTPS60FR8B］
［チップタイプ］  ［ﾄｯﾌﾟﾉｯﾁ］
［形状］          ［Vﾘｰﾄﾞ60-］
［ノーズ角度］    ［60］
［ノーズＲ］      ［0.05］

        ［厚さ］          ［3.5］
        ［幅］            ［1.6］

→ 設定を終了したら、ホルダータブをクリックします。
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→ ホルダータブの設定

［ホルダーID］      ［CTPSR10］
［ホルダータイプ］  ［ﾄｯﾌﾟﾉｯﾁ］
［スタイル］        ［AS ｻｲﾄﾞﾏｳﾝﾄ］
［A］               ［10］
［B］               ［10］
［C］               ［20］

        ［D］               ［8］
［E］ ［20］
［F］ ［10］

→ 設定を終了したら、一般タブをクリックします。
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→ 一般タブの設定

［工具ID］         　 ［T5］
［バック面取り］    　［タイプ1］
［スピンドル回転方向］ [反時計回り]
［補正］　　　　　　　［ﾁｯﾌﾟ］

→ 設定を終了したら、ＯＫボタンを押し変更を終了します。
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→ 突切り加工オペレーションで、使用する旋盤工具を作成します。

→ チップタブの設定

［チップID］      ［CTPS18FR］
［チップタイプ］  ［溝切り］
［形状］          ［ｸﾞﾙｰﾌﾞ］
［ノーズＲ］      ［0］

        ［厚さ］          ［2.38］
［幅］    　　    ［1.8］
［ｻｲｽﾞ］　　　　　［5］
［E］ 　　　　　　［5.5］

→ 設定を終了したら、ホルダータブをクリックします。
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→ ホルダータブの設定

［ホルダーID］      ［CTPSR10］
［ホルダータイプ］  ［溝切り］
［スタイル］        ［ASｻｲﾄﾞﾏｳﾝﾄ］
［リード角(LA)］     [0]
［リリーフ角(NA)］   [0]
［A］ ［10］
［B］ ［10］
［C］ ［20］
［D］ ［6］
［E］               ［20］

        ［F］               ［10］

→ 設定を終了したら、一般タブをクリックします。
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→ 一般タブの設定

［工具ID］        　  ［T3］
［バック面取り］    　［タイプ1］
［スピンドル回転方向］ [反時計回り]
［補正］　　　　　　　［左刃先］

→ 設定を終了したら、ＯＫボタンを押し変更を終了します。
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→ ドリル加工オペレーションで、使用するミル工具を作成します。

ミル工具を作成するには、新規ミル工具　 　をクリックします。

→ ミル工具ページを以下のように設定します。

→ 形状タブの設定

［工具種類］　　　［ﾄﾞﾘﾙ］
［工具径］    　  ［5］
［ﾎﾙﾀﾞｰ直径(HD)］ ［22］
［ｼｬﾝｸ径(SD)］    ［5］
［全長(OL)］      ［63］
［工具長(TL)］    ［45］
［刃長(FL)］ 　　　[20]
［工具角度(TA)］  ［90］
［刃数］　　　    ［2］

→ 設定を終了したら、一般タブをクリックします。
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→ 一般タブの設定

［工具ID］         　 　　　［T21］
［工具方向］ 　　　 　　　　 [時計回り]
［軸オリエンテーション］　　［左］

        → 設定を終了したら、ＯＫボタンを押し変更を終了します。
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→ ドリル加工オペレーションで、使用するミル工具を作成します。

→ 形状タブの設定

［工具種類］　　　［ﾄﾞﾘﾙ］
［工具径］    　  ［3.6］
［ﾎﾙﾀﾞｰ直径(HD)］ ［22］
［ｼｬﾝｸ径(SD)］    ［4］
［全長(OL)］      ［63］
［工具長(TL)］    ［45］
［刃長(FL)］ 　　　[8]
［工具角度(TA)］  ［118］
［刃数］　　　    ［2］

→ 設定を終了したら、一般タブをクリックします。
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→ 一般タブの設定

［工具ID］        　　　　  ［T23］
［工具方向］ 　　　　　　　　[時計回り]
［軸オリエンテーション］　　［左］

→ 設定を終了したら、ＯＫボタンを押し変更を終了します。
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→ ドリルオペレーションで、使用するミル工具を作成します。

→ 形状タブの設定

［工具種類］　　　［ﾄﾞﾘﾙ］
［工具径］    　  ［3］
［ﾎﾙﾀﾞｰ直径(HD)］ ［22］
［ｼｬﾝｸ径(SD)］    ［3］
［全長(OL)］      ［46.1］
［工具長(TL)］    ［40］
［刃長(FL)］ 　　　[20]
［工具角度(TA)］  ［118］
［刃数］　　　    ［2］

→ 設定を終了したら、一般タブをクリックします。
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→ 一般タブの設定

［工具ID］          　　　　［T25］
［工具方向］ 　　　　　　　　[時計回り]
［軸オリエンテーション］　　［左］

→ 設定を終了したら、ＯＫボタンを押し変更を終了します。
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５－２．ツーリング設定

ツーリング設定を行うには、[加工定義]→[ツーリングリスト]、もしくは旋盤ツールバーの

[ツーリングリスト編集] 　をクリックします。

ツーリングリストには、９個の工具が収容され、以下のように表示されます。

　次に使用する工具をどの位置に取り付けるかを設定します。まず、タレットのボックスにカ
ーソルを置き、右ボタンをクリックします。次のダイアログが表示されます。
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新規アイテムの追加を選択すると次のダイアログが表示され、ここから必要な機番を選択す
ることができます。

 

　機番の設定は、次のように行います。

・ Ｔ１、Ｔ５、Ｔ２、Ｔ６、Ｔ３、Ｔ４ ：[55101]バイトホルダ長手調整型

・ Ｔ２１ ：［55083］スリーブホルダ3軸型
Ｔ２１，Ｔ２２，Ｔ２３ ：［55121］ドリルスリーブER16用

・ Ｔ２５の［55457］工具回転駆動装置Ｆ型 ：［33150(SI)］ドリルユニットER16

これで、次のような状態になります。
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次に工具ライブラリにある工具を、ドラッグ＆ドロップにより下記のように各タレットの機
番毎に配置します。
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次に工具方向と工具シフト量の設定を行います。
工具方向と工具シフト量の設定はそれぞれ次のように設定します。
・ Ｔ1 方向[3V] X軸シフト量[0] Z軸シフト量[0.5]
・ Ｔ2 方向[4V] X軸シフト量[0] Z軸シフト量[10.0]
・ Ｔ3 方向[3V] X軸シフト量[0] Z軸シフト量[0]
・ Ｔ4 方向[3V] X軸シフト量[0] Z軸シフト量[1.25]
・ Ｔ5 方向[3V] X軸シフト量[0] Z軸シフト量[0.8]
・ Ｔ6 方向[3V] X軸シフト量[0] Z軸シフト量[0]
・ Ｔ21 Z軸シフト量[0]
・ Ｔ23 Z軸シフト量[0]
・ Ｔ25 Z軸シフト量[0]

　工具方向は標準で3Vになり、Z軸シフト量は工具をホルダに取り付ける際に工具形状から標
準位置が自動計算されるため、ここでは実際に工具取り付け位置をシフトさせるT1工具と、4V
方向となるT2工具の設定を変更します。

注意！注意！注意！注意！!!!!
必ず工具方向を設定した後に、シフト量を設定して下さい。必ず工具方向を設定した後に、シフト量を設定して下さい。必ず工具方向を設定した後に、シフト量を設定して下さい。必ず工具方向を設定した後に、シフト量を設定して下さい。工具方向を変更すると刃先位置

が変わり、それにあわせてシフト量を自動計算します。そのため、設定したシフト量が変わっ
てしまいます。

・T2工具の上にカーソルを持っていき、マウスの右ボタンを押してサブメニューを表示さ
せます。

・サブメニューから[[[[工具方向工具方向工具方向工具方向]]]]を4Vに設定します。
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・サブメニューから[[[[工具シフト量編集工具シフト量編集工具シフト量編集工具シフト量編集]]]]を選択し、工具シフト量設定ダイアログを開き、T2
工具のZシフト量を10.0に設定します。

同様に全ての工具の方向とシフト量を設定します。

これで、工具登録とツーリング設定が完了し、加工オペレーションのための準備ができました。
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６．加工オペレーションの作成

これから作成した各工具を使用して、下記の順でそれぞれの加工オペレーションを作成し
ていきます。

・ Ｑ１フィーチャに対する[バランス加工]オペレーション（Ｔ１＆Ｔ６）

・ ポイントＰ１に対する[ドリル加工]オペレーション（Ｔ２１）

・ Ｑ２フィーチャに対する[輪郭加工]オペレーション（Ｔ４）

・ ポイントＰ１に対する[ドリル加工]オペレーション（Ｔ２３）

・ Ｑ３フィーチャに対する[輪郭加工]オペレーション（Ｔ２）

・ ポイントＰ１４に対する[ドリル加工]オペレーション（Ｔ２５）

・ Ｑ４フィーチャに対する[ネジ切り加工]オペレーション（Ｔ２２）

・ Ｑ５フィーチャに対する[突切り加工]オペレーション（Ｔ３）

まず、作業平面/レイヤツールバーの[レイヤ] →[フィーチャ]→[新規]で、新規にレイヤを
作成し有効にします.

 レイヤ名＝Tool Path
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６－１．Ｑ１フィーチャに対する[バランス加工]オペレーションの作成

旋盤ツールバーにある[バランス加工]　　　をクリックします。

バランス加工ダイアログが表示されます。
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工具設定工具設定工具設定工具設定：：：：

工具アイコン 　をクリックし、工具ダイアログ（下記）から使用工具を選択します。

・ 荒工具 [Ｔ６]

・ 仕上げ工具 [Ｔ１]

加工部位設定加工部位設定加工部位設定加工部位設定：：：：

加工部位を以下のように設定します。

・ フィーチャの選択アイコン　 　をクリック

・ Ｑ１フィーチャを選択

・ 仕上げ代 [0.25]

　工具間距離は、ツーリングリストで設定したＴ6とＴ1の工具シフト量から自動計算された
値が表示されます。

　ここで、バランス加工のパラメータ設定　 　をクリックし、以下の設定をします。



ﾁｭｰﾄﾘｱﾙ

２軸旋盤ﾁｭｰﾄﾘｱﾙ 48

→“回転／送り”タブで、次の項目を設定します。

・ 切削速度      ［0］
・ 参照切削径    ［0］
・ 回転数　      ［7000］
・ 送り単位　    ［毎回転送り］
・ 切削送り量　　 ［0.1］
・ 残り代Ｘ　　　 ［0.0］
・ 残り代Ｚ　　　 ［0.0］
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→ “進入／退避”タブで、次の項目を設定します。

・ アブソリュートＸ　　［10］
・ Ｘ方向アプローチ
・ Ｚ方向切削
・ Ｚオフセット　　　　［-2.0]
・ Ｘ方向退避
・ 接線方向切削
・ 距離　　　　　　　　［0.3］
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→ “バランス”タブで、次の項目を設定します。

・ コーナー円弧補間 ［無効］
・ 干渉チェック　　　　［有効(溝 侵入)］
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ここで、工具補正番号設定　 　をクリックし、以下の設定を行います。

・ ＃7 ［１＆６］
・ 工具補正番号の選択 ［７］

→ 設定が終了しましたらＯＫボタンを押します。

→ 同様に加工条件設定ダイアログとバランス加工ダイアログのＯＫボタンを押します。

これで、バランス加工用の仕上げツールパスが画面上に配置されると同時に、ワーク中心を
中心軸として逆側に荒加工用のフィーチャとツールパス同時に作成されます。
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６－２．ポイントＰ１に対する[ドリル加工]オペレーション（Ｔ２１）の作成

旋盤ツールバーにある[ドリル加工サイクル] 　をクリックします。

ドリル加工ダイアログが表示されます。

加工条件設定加工条件設定加工条件設定加工条件設定（加工種類）（加工種類）（加工種類）（加工種類）：：：：

加工条件を以下のように設定します。
・ ドリル
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工具設定工具設定工具設定工具設定：：：：

　　　　

工具を以下のように設定します。

・ 工具アイコン 　をクリック

・ 工具ダイアログ（下記）が表示され、工具Ｔ２１を選択

　

加工部位設定加工部位設定加工部位設定加工部位設定：：：：

加工部位を以下のように設定します。

・ ドリルポイントの選択アイコン　 　をクリック

・ ポイントＰ１を選択

→ＯＫボタンをクリックします。
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加工条件設定加工条件設定加工条件設定加工条件設定（加工パラメータ）（加工パラメータ）（加工パラメータ）（加工パラメータ）：：：：

ドリル加工のパラメータ設定　 　をクリックし、以下の設定をします。

→“回転／送り”タブで、次の項目を設定します。

・ 切削速度    ［110］
・ 回転数　     ［7000］
・ 送り単位　   ［毎回転送り］
・ 切削送り量　 ［0.07］
・ ｻｲｸﾙﾀｲﾌﾟ　　　 ［ﾄﾞﾘﾙ］
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→ “ドリル”タブで、次の項目を設定します。

・ 深さ（含む工具先端） [2.0]
・ 面取り直径　　　　　［4.0]
・ クリアランス　　　　［0.5］
・ ドウェル　　　　　　［0.06］
・ ペック  [なし]
・ ｱﾌﾟﾛｰﾁ／ﾘﾀｰﾝ位置　　［ｸﾘｱﾗﾝｽ］

→ 設定が終了しましたらＯＫボタンを押します。

→同様に加工条件設定ダイアログとドリル加工ダイアログのＯＫボタンを押します。

これで、ドリル加工用のツールパスが画面上に配置されます。
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６－３．Ｑ２フィーチャに対する[輪郭加工]オペレーションの作成

旋盤ツールバーにある[輪郭加工サイクル] 　をクリックします。

輪郭加工ダイアログが表示されます。

加工条件設定加工条件設定加工条件設定加工条件設定（加工種類）（加工種類）（加工種類）（加工種類）：：：：

加工条件を以下のように設定します。
・ 輪郭加工、外径
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工具設定工具設定工具設定工具設定：：：：

　　　　

工具を以下のように設定します。

・ 工具アイコン 　をクリック

・ 工具ダイアログ（下記）が表示され、工具Ｔ４を選択

（必要な工具が見当たらない場合には、オプションを選択し、工具タイプのチェ

ックをオフ）

加工部位設定加工部位設定加工部位設定加工部位設定：：：：

加工部位を以下のように設定します。

・ フィーチャの選択アイコン　 　をクリック

・ Ｑ２フィーチャを選択

→ＯＫボタンをクリックします。
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加工条件設定加工条件設定加工条件設定加工条件設定（パラメータ）（パラメータ）（パラメータ）（パラメータ）：：：：

輪郭加工のパラメータ設定　 　をクリックし、以下の設定をします。

→“回転／送り”タブで、次の項目を設定します。

・ 切削速度      ［0］
・ 参照切削径    ［0］
・ 回転数　      ［7000］
・ 送り単位　    ［毎回転送り］
・ 切削送り量　　 ［0.04］
・ 残り代Ｘ　　　 ［0.0］
・ 残り代Ｚ　　　 ［0.0］
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→ “進入／退避”タブで、次の項目を設定します。

・ アブソリュートＸ　　［10］
・ Ｘ方向アプローチ
・ Ｘ方向切削
・ Ｘオフセット　　　　［0.2]
・ Ｘ方向退避
・ Ｘ方向切削
・ Ｘオフセット　　　　［0.2］
・ Ｚオフセット　　　　［0.0］
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→ “輪郭加工”タブで、次の項目を設定します。

・ コーナー円弧補間 ［有効］
・ 干渉チェック　　　　［有効(溝 侵入)］

→ 設定が終了しましたらＯＫボタンを押します。

→同様に加工条件設定ダイアログと輪郭加工ダイアログのＯＫボタンを押します。

これで、輪郭加工用のツールパスが画面上に配置されます。
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６－４．ポイントＰ１に対する[ドリル加工]オペレーション（Ｔ２３）の作成

旋盤ツールバーにある[ドリル加工サイクル] 　をクリックします。

ドリル加工ダイアログが表示されます。

加工条件設定加工条件設定加工条件設定加工条件設定（加工種類）（加工種類）（加工種類）（加工種類）：：：：

加工条件を以下のように設定します。
・ ドリル
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工具設定工具設定工具設定工具設定：：：：

　　　　

工具を以下のように設定します。

・ 工具アイコン 　をクリック

・ 工具ダイアログ（下記）が表示され、工具Ｔ２３を選択

　

加工部位設定加工部位設定加工部位設定加工部位設定：：：：

加工部位を以下のように設定します。

・ ドリルポイントの選択アイコン　 　をクリック

・ ポイントＰ１を選択

→ＯＫボタンをクリックします。
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加工条件設定加工条件設定加工条件設定加工条件設定（加工パラメータ）（加工パラメータ）（加工パラメータ）（加工パラメータ）：：：：

ドリル加工のパラメータ設定　 　をクリックし、以下の設定をします。

→“回転／送り”タブで、次の項目を設定します。

・ 切削速度     ［79］
・ 回転数　     ［7000］
・ 送り単位　   ［毎回転送り］
・ 切削送り量　 ［0.08］
・ ｻｲｸﾙﾀｲﾌﾟ　　 ［ﾄﾞﾘﾙ］
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→ “ドリル”タブで、次の項目を設定します。

・ 深さ(工具先端含まず) [3.0]
・ クリアランス　　　　［0.2］
・ ドウェル　　　　　　［0.04］
・ ペック  [なし]
・ ｱﾌﾟﾛｰﾁ／ﾘﾀｰﾝ位置　　［ｸﾘｱﾗﾝｽ］

→ 設定が終了しましたらＯＫボタンを押します。

→同様に加工条件設定ダイアログとドリル加工ダイアログのＯＫボタンを押します。

これで、ドリル加工用のツールパスが画面上に配置されます。
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６－５．Ｑ３フィーチャに対する[輪郭加工]オペレーションの作成

旋盤ツールバーにある[輪郭加工サイクル] 　をクリックします。

輪郭加工ダイアログが表示されます。

加工条件設定加工条件設定加工条件設定加工条件設定（加工種類）（加工種類）（加工種類）（加工種類）：：：：

加工条件を以下のように設定します。

・ 輪郭加工、外径
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工具設定工具設定工具設定工具設定：：：：

　　　　

工具を以下のように設定します。

・ 工具アイコン をクリック

・ 工具ダイアログ（下記）が表示され、工具Ｔ２を選択

　

加工部位設定加工部位設定加工部位設定加工部位設定：：：：

加工部位を以下のように設定します。

・ フィーチャの選択アイコン　 　をクリック

・ Ｑ３フィーチャを選択

→ＯＫボタンをクリックします。
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加工条件設定加工条件設定加工条件設定加工条件設定（パラメータ）（パラメータ）（パラメータ）（パラメータ）：：：：

輪郭加工のパラメータ設定　 　をクリックし、以下の設定をします。

→“回転／送り”タブで、次の項目を設定します。

・ 切削速度      ［0］
・ 参照切削径    ［0］
・ 回転数　      ［7000］
・ 送り単位　    ［毎回転送り］
・ 切削送り量　　 ［0.07］
・ 残り代Ｘ　　　 ［0.0］
・ 残り代Ｚ　　　 ［0.0］
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→ “進入／退避”タブで、次の項目を設定します。

・ アブソリュートＸ　　［10］
・ Ｘ方向アプローチ
・ 接線方向切削
・ 距離　　　　 ［0.2]
・ Ｘ方向退避
・ 法線方向切削
・ 距離　　　　　　　　［0.0］
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→ “輪郭加工”タブで、次の項目を設定します。

・ コーナー円弧補間 ［無効］
・ 干渉チェック　　　　［有効(溝 侵入)］

→ 設定が終了しましたらＯＫボタンを押します。

→同様に加工条件設定ダイアログと輪郭加工ダイアログのＯＫボタンを押します。

これで、輪郭加工用のツールパスが画面上に配置されます。
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６－６．ポイントＰ１４に対する[ドリル加工]オペレーション（Ｔ２５）の作成

旋盤ツールバーにある[ドリル加工サイクル] 　をクリックします。

ドリル加工ダイアログが表示されます。

加工条件設定加工条件設定加工条件設定加工条件設定（加工種類）（加工種類）（加工種類）（加工種類）：：：：

加工条件を以下のように設定します。
・ ドリル



ﾁｭｰﾄﾘｱﾙ

71 ２軸旋盤ﾁｭｰﾄﾘｱﾙ

工具設定工具設定工具設定工具設定：：：：

　　　　

工具を以下のように設定します。

・ 工具アイコン 　をクリック

・ 工具ダイアログ（下記）が表示され、工具Ｔ２５を選択

　

加工部位設定加工部位設定加工部位設定加工部位設定：：：：

加工部位を以下のように設定します。

・ ドリルポイントの選択アイコン　 　をクリック

・ ポイントＰ１４を選択

→ＯＫボタンをクリックします。
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加工条件設定加工条件設定加工条件設定加工条件設定（パラメータ）（パラメータ）（パラメータ）（パラメータ）：：：：

ドリル加工のパラメータ設定　 　をクリックし、以下の設定をします。

→“回転／送り”タブで、次の項目を設定します。

・ 切削速度      ［57］
・ 回転数　      ［7000］
・ 差速回転数　      ［6000］
・ 送り単位　    ［毎回転送り］
・ 切削送り速度　　 ［0.12］
・ ｻｲｸﾙﾀｲﾌﾟ　　　 ［ﾄﾞﾘﾙ］
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→ “ドリル”タブで、次の項目を設定します。

・ 深さ(工具先端含まず)［13.2］
・ クリアランス　　　　［0.2］
・ ドウェル　　　　　　［0.05］
・ ペック  [なし]
・ ｱﾌﾟﾛｰﾁ／ﾘﾀｰﾝ位置　　［ｸﾘｱﾗﾝｽ］

→ 設定が終了しましたらＯＫボタンを押します。

→同様に加工条件設定ダイアログとドリル加工ダイアログのＯＫボタンを押します。

これで、ドリル加工用のツールパスが画面上に配置されます。
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６－７．Ｑ４フィーチャに対する[ネジ切り加工]オペレーションの作成

旋盤ツールバーにある[ネジ切り加工サイクル] 　をクリックします。

ネジ切り加工ダイアログが表示されます。

加工条件設定加工条件設定加工条件設定加工条件設定（加工種類）（加工種類）（加工種類）（加工種類）：：：：

加工条件を以下のように設定します。
・ 外径
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工具設定工具設定工具設定工具設定：：：：

　　　　

工具を以下のように設定します。

・ 工具アイコン 　をクリック

・ 工具ダイアログ（下記）が表示され、工具Ｔ５を選択

　

加工部位設定加工部位設定加工部位設定加工部位設定：：：：

加工部位を以下のように設定します。

・ フィーチャの選択アイコン　 　をクリック

・ Ｑ４フィーチャを選択

→ＯＫボタンをクリックします。
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加工条件設定加工条件設定加工条件設定加工条件設定（パラメータ）（パラメータ）（パラメータ）（パラメータ）：：：：

ねじ切り加工のパラメータ設定　 　をクリックし、以下の設定をします。

→“回転／送り”タブで、次の項目を設定します。

・ 切削速度(周速) ［0］
・ 参照切削径   ［0］
・ 回転数　      ［3000］
・ ねじﾘｰﾄﾞ　　　 ［1.0］
・ 多条ねじ　　　 ［一条ねじ］
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→ “進入／退避”タブで、次の項目を設定します。

・ アブソリュートＸ　　［10］
・ Ｘ方向アプローチ
・ 早送りクリアランス
・ クリアランス　　　　［1.0]
・ Ｘ方向退避
・ Ｘ方向早送り
・ Ｘオフセット　　　　［0.0］

         



ﾁｭｰﾄﾘｱﾙ

２軸旋盤ﾁｭｰﾄﾘｱﾙ 78

→ “ねじ”タブで、次の項目を設定します。

・ ねじ切りクリアランス［1.0］
・ 切込み角度 　　　　［垂直切込み］
・ ねじ山角度　　　　　［0.0］
・ 切込み量　　　　　　［切削量一定］
・ 総切込み量　　　　　［0.7］
・ 切込み開始量　　　　［0.313050］
・ 仕上げ代　　　　　　［0.0］
・ 仕上げ繰り返し回数　［0］
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→ “その他”タブで、次の項目を設定します。

・ 切り込み　　　　　　：チェック
・ 角度　　　　　　　　［45］
・ ﾘｰﾄﾞ数　　　　　 ［0.7］

→ 設定が終了しましたらＯＫボタンを押します。

→同様に加工条件設定ダイアログとねじ切り加工ダイアログのＯＫボタンを押します。

これで、ネジ切り加工用のツールパスが画面上に配置されます。
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６－８．Ｑ５フィーチャに対する[突切り加工]オペレーションの作成。

旋盤ツールバーにある[突切り加工サイクル] 　をクリックします。

突切り加工ダイアログが表示されます。

加工条件設定加工条件設定加工条件設定加工条件設定（加工種類）（加工種類）（加工種類）（加工種類）：：：：

加工条件を以下のように設定します。

・ 突切り加工
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工具設定工具設定工具設定工具設定：：：：

　　　　

工具を以下のように設定します。

・ 工具アイコン 　をクリック

・ 工具ダイアログ（下記）が表示され、工具Ｔ３を選択

　

加工部位設定加工部位設定加工部位設定加工部位設定：：：：

加工部位を以下のように設定します。

・ フィーチャの選択アイコン　 　をクリック、Ｑ５フィーチャを選択

→ＯＫボタンをクリックします。
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加工条件設定加工条件設定加工条件設定加工条件設定（パラメータ）（パラメータ）（パラメータ）（パラメータ）：：：：

突切り加工のパラメータ設定　 　をクリックし、以下の設定をします。

→“回転／送り”タブで、次の項目を設定します。

・ 切削速度      ［0］
・ 参照切削径    ［0］
・ 回転数　      ［6000］
・ 送り単位　    ［毎回転送り］
・ 切削送り速度　　 ［0.04］
・ 残り代Ｚ　　　 ［0.0］
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→ “進入／退避”タブで、次の項目を設定します。

・ アブソリュートＸ　　［10.0］
・ Ｘ方向アプローチ
・ 早送りクリアランス
・ クリアランス　　　　［1.0]
・ Ｘ方向退避
・ Ｘ方向早送り
・ Ｘオフセット　　　　［0.0］
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→ “突切り”タブで、次の項目を設定します。

・ 切込み深さクリアランス ［1.0］
・ ドウェル　　　 　　　　［0.0］
・ コーナー円弧補間　　　　　　［無効］
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→ “その他”タブで、次の項目を設定します。

・ 排出装置前進完了ﾀｲﾐﾝｸﾞ［4.0］
・ 排出装置退避ﾀｲﾐﾝｸﾞ　　［2.0］
・ 排出装置前進速度　　　［4800］
・ 排出装置退避速度　　　［6000］
・ 送り速度Ｆ２　　　　　［0.025］
・ 送り速度Ｆ３　　　　　［0.1］

→ 設定が終了しましたらＯＫボタンを押します。

→同様に加工条件設定ダイアログと突切り加工ダイアログのＯＫボタンを押します。

これで、突切り加工用のツールパスが画面上に配置されます。
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６－９．Ｑ３フィーチャに対する[輪郭加工]オペレーション中での切削条件変更

Ｑ３フィーチャに対する[輪郭加工]オペレーションの途中で切削送り速度を変更します。

・ メニューバーの　→　【加工定義】　→　【テクノロジー】を選択するとテクノロジーテクノロジーテクノロジーテクノロジー
ダイアログダイアログダイアログダイアログが表示されます。

・ タイプの【挿入】を選択し、下図ツールパス上のテクノロジー挿入位置をマウスで左ク
リックすると、テクノロジーを挿入ダイアログが表示されます。

テクノロジー挿入位置
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→テクノロジーを挿入ダイアログで以下の設定を行います。

・ フィードレート　PR ［0.1］
・ 長補正番号　　　 　　　　［0］
・ Ｍコード　　　　　　 ［0］
・ ﾄﾞｳｪﾙ時間 ［0］
・ タイミング ［オフ］
・ 停止コード ［なし］

→設定が終了しましたらＯＫボタンを押します。

これで、テクノロジー挿入位置に四角いマークが表示されます。
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テクノロジー挿入位置

→同様に、メニューバーの　→　【加工定義】　→　【テクノロジー】を選択し、テクノロ
ジーダイアログを表示させます。

→テクノロジーダイアログの【挿入】を選択し、下図加工パス上のテクノロジー挿入位置を
マウスで左クリックしてテクノロジーを挿入ダイアログを表示させます。
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→テクノロジーを挿入ダイアログで以下の設定を行います。

・ フィードレート　PR ［0.07］
・ 長補正番号　　　 　　　　［0］
・ Ｍコード　　　　　　 ［0］
・ ﾄﾞｳｪﾙ時間 ［0］
・ タイミング ［オフ］
・ 停止コード ［なし］

→設定が終了しましたらＯＫボタンを押します。

これで、テクノロジー挿入位置に四角いマークが表示されます。

以上で切削条件変更が終了しました。
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７．工程設計と編集

ここでは、これまで作成した加工オペレーションの工程順の編集と同期設定を行います。
なお、工程順の編集と同期設定を行わない場合には、この工程設計を行う必要はありませ
ん。

　まず工程設計を行うには、旋盤ツールバーの［同期リスト］　 　をクリックします。

次のように、工程設計用のダイアログが表示されます。

切削工程順を入れ替える場合には、オペレーションをドラッグ＆ドロップで移動させたい場
所に移動させてください。
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７－１．加工サイクルの配置

各加工サイクルを配置しなおします。
同じ行に並べたオペレーションが同時加工となります。

・ 左列の加工にあるドリルサイクルを選択し、同時ドリル加工へドラッグ＆ドロップで
移動させます。同期をさせるオペレーションは、下記のとおりです。

・1輪郭加工 工具ID[T1]　＆　2輪郭加工 工具ID[T6]　＆　3ドリル 工具ID[T21]
・4輪郭加工 工具ID[T4]　　 ＆ 5ドリル、工具ID[T22]
・6輪郭加工 工具ID[T2] ＆ 7ドリル、工具ID[T23]

下図のような状態になります。

ＯＫボタンを押して同期リストを閉じてください。
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７－２．同時加工タイミングの設定

輪郭加工の途中でドリル加工を開始させるため、輪郭加工オペレーション（バランス加工の
親オペレーション）の途中にタイミングを設定します。

・ メニューバーの　→　【加工定義】　→　【テクノロジー】を選択し、タイプの【挿
入】にボタンを合わせてください。

・ バランス加工の親オペレーション側ツールパスの途中（下図参照）をクリックして下さ
い。（ハイライトモードでは2回選択する必要があります。）

タイミング挿入位置
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・ テクノロジー挿入ダイアログで次の項目を設定します。

・タイミング [オン]
・タイミング番号 [1]　何番でも可

・ 設定が終了しましたらＯＫボタンを押し、タイミング挿入位置に四角いマークが挿入さ
れたことを確認して下さい。

・ これでタイミングの設定が終了しました。

注）
・タイミングを設定しなかった場合、輪郭オペレーションとドリルオペレーションは必ず同
時に切削を開始します。（先頭でタイミングが合うようになっています。）
・タイミングをオンにすると、送りと回転やMコード等の欄はすべて無効になり、タイミン
グ番号だけが有効になります。
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８．加工条件の変更

・工具の変更
→工具を変更するには、［プロジェクトマネージャ］メニューにおいて、変更したい
工具に該当する工程を選択します。
→マウス右ボタンをクリックし、［工具の編集］を選択し修正します。

・加工条件の変更
→加工条件を変更するには、［プロジェクトマネージャ］メニューにおいて、変更し
たい加工条件に該当する工程を選択します。
→マウス右ボタンをクリックし、［加工条件の編集］を選択し修正し終了します。そ
の後ツールパスが再構築されます。

・同一オペレーション中での加工条件の変更
→同一オペレーション中で加工条件を変更するにはメニューバーの【加工定義】→
【テクノロジー】を利用します。
→同時加工のタイミングコードを挿入する場合と同様の手順で、ツールパスの途中に
テクノロジーの挿入ダイアログで回転数、送り等の変更を挿入してください。必ずタ
イミングをオフにし、変更しないオフセット番号やＭコードの欄は0に設定してくだ
さい。
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９．加工データの作成および機械へのデータ送信

加工データを出力するには、ファイルメニューバーの［ＮＣコード］を選択します。

→ 下図のダイアログが表示されますので、ＯＫボタンを押すことで、マシンセットアップ
で設定された機械設定にあった加工データを作成するための、トランスフォーマが起動しま
す。

→トランスフォーマで各加工行程の間隔を調整し、機械シミュレーションを実行して干渉確
認と部品形状の確認を行って下さい。

トランスフォーマと機械シミュレーションの詳細は、機種別マニュアルを参照してください。

→干渉確認後、パソコンと機械をケーブルで接続してデータを送信します。

以上で加工データ作成は終了です。
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１０．加工指示書およびツーリングリストシートの出力

加工指示書を出力するには、ファイルメニューバーの［加工指示書出力］を選択します。

→ ＥＸＣＥＬが自動的に立ち上がり、［マクロを有効にする］を設定します。ＥＸＣＥＬシ
ートが表示され、下記のような加工指示書が表示されます。



ﾁｭｰﾄﾘｱﾙ

97 ２軸旋盤ﾁｭｰﾄﾘｱﾙ

ツーリングリストシートを出力するには、ファイルメニューバーの［ツーリングリストシ
ート出力］を選択します。

→ ＥＸＣＥＬが自動的に立ち上がり、［マクロを有効にする］を設定します。ＥＸＣＥＬシ
ートが表示され、下記のようなツーリングリストシートが表示されます。
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